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01  特集

　図書館には、工学・理数系の図
書や専門雑誌、就職活動に役立つ
図書など、大学生活に必要な資料
が数多くそろっています。そのほ
か、小説やCDも借りられます。
　わからないことは図書館員まで
おたずねください。みなさんのご
利用をお待ちしています！

図書館へ
行って
みよう！ 

新入生のみなさん、
ご入学おめでとうございます！
芝浦工業大学は、
豊洲・大宮・芝浦の各キャンパスに、
図書館が設置されています。
それぞれの図書館の、
おすすめの場所や使い方を紹介します。

新入生のみなさん、
ご入学おめでとうございます！
芝浦工業大学は、
豊洲・大宮・芝浦の各キャンパスに、
図書館が設置されています。
それぞれの図書館の、
おすすめの場所や使い方を紹介します。

　森の中にあって「癒される」と評判の3階建て図書館
です。
　グループでの勉強やプレゼンで利用できるグループ学
習室と、ひとりでじっくり勉強ができる個室があります。
　グループ学習室は 10 室、個室は 30 室あります。使
いたい時は図書館カウンターに申し込んでください。試
験期はどちらも満室になるほど人気です。

　個人での利用がメインの、とても落ち着いた
雰囲気の図書館です。静かに集中して勉強した
い時にうってつけです。勉強がはかどりますよ！
　小さな図書館ならではの、きめ細やかなサー
ビスを提供しています。
　資料の取り寄せやリクエスト、データベース
の活用法など、気軽に声をかけてください。

　モノトーンの床やモダンな赤のソファラックなど、ス
タイリッシュにデザインされた図書館です。大きな窓か
らは東京スカイツリーを見ることができます。（運が良
ければ、夏に隅田川の花火大会も見られますよ！）
　広々とした閲覧席のほか、グループでの勉強や打ち
合わせなどに使える和室もあります。視聴覚コーナー
の大きなモニターで映画鑑賞もおすすめです。

  開館時間
豊洲・芝浦図書館　
月～土　9：00～ 22：00

大宮図書館　　　  
月～土　9：00～ 21：30
★開館時間の変更や臨時休館は、図
書館の掲示板や HP でその都度お知
らせします。
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図書館に入ってすぐの
展示コーナーです。

仕切りのある
閲覧席で、

集中力アップ。

お気に入りの
本を見つけて
くださいね！グループ学習室で、

友達と楽しく
勉強中。

困った時は
図書館員
 まで♪

館内には
専門書が
たくさん！

まもなくオープンの
東京スカイツリー！



春です。新しい生活の始まりです。新入生のみなさん、これからよろしくお願い
します！　ぜひ、多くの人、そして多くの本と出会ってくださいね。
図書館員に聞く「春といえば？」
 ・毎年お花見に行きそびれます。（武井）
 ・ほろにが山菜･･･そして田植えの時季ももうすぐですね。（佐々木）
 ・昨年の春は忘れられません。日本全国にあたたかい春がきますように。（古澤）
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畳の部屋で勉強しませんか？
　豊洲図書館の中には和室があります。和室は
グループで学習したり、大型本を広げて閲覧す
るのに最適です。利用する際の予約や手続きも
必要ありませんので、気軽にご利用ください。

企画展示の連携サークル・部募集中！
　大宮図書館では、3ヶ月ごとにテーマを
決めて企画展示をしています。テーマに関
連する図書館資料のほか、連携するサーク
ル・部から借りた模型、部誌、写真などを
並べ、利用者のみなさんに見てもらってい
ます。
　連携してくれるサークルや部を、随時募
集しています。希望者は大宮図書館カウン
ターにお問い合わせください。

就職支援、強化中！
　ただいま就職関連本の受け入れを強化中です。なかでもデザイン業
界の就職本は充実していて、よく利用されています。とくにポート
フォリオの作り方
の本は大変人気な
ので、読みたいと
思ったらすぐに取
り寄せか予約をお
すすめします！
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 電子図書とは何ですか？

電子図書（eBook）とは、オンライン上で読める図書のことで
す。科学・工学系の本を中心に、271冊の和書と約3,700冊

の洋書が読めます。研究室やPC教室など、芝浦工業大学のネット
ワークに接続できる環境であれば、24時間いつでも利用できます。

▶▶▶図書館HP → 本学契約電子資料一覧 → 電子図書（eBook） → 
EBSCO Host eBook Collection → eBook Collection をクリック
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貸出冊数

2011年度の貸出ベスト３(2011年4月1日～2012年1月31日）
※専門図書を対象としています

機械制御システム学科

材料工学科

建築学科

学科別1人当たり貸出冊数（2011年4月1日～2012年1月31日）
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展示場所：芝浦工業大学大宮図書館1階展示コーナー
展示期間：2012年4月4日（水）～5月25日（金）

日曜開館の実施日が増えます！
　昨年度まで、前期の日曜開館は7月のみでしたが、今年度は6月の日曜
日も開館する予定です。
●実施館：豊洲図書館、大宮図書館　●開館時間：10：00～19：00
ぜひご利用ください！

ガイダンス受付中です。
　「図書館の使い方」「効率的な検索方法」「データベースを利用した情報収
集」など、知っていると便利な図書館活用術を説明します。平日9：00
～ 16：00に、図書館カウンターへガイダンス希望の旨を申し出てくだ
さい。1名からOK、参加人数は不問です。図書館を使うのがもっと楽
しくなりますよ。

本のリクエストができます。
　「読みたい本が図書館にない」そんなことはありませんか？　本学図書
館にない資料は、リクエスト（新規購読依頼）を出すことができます。申
し込みは図書館カウンター、またはHPから。ぜひ利用してみてください。

全館

全館

全館

春の創作祭り春の創作祭り
芝浦工業大学大宮図書館 2012年度春企画展示

 順位 　　　　　 書　　名 貸出回数 

 1 やさしく学べる線形代数 49
  　　　　　　　　　石村園子 著

  磁性材料 : 
 2 　物性・工学的特性と測定法 45
  　　　　　島田寛, 山田興治 編 　　　　

 3 集合・位相入門  松坂和夫 著 35

黒字：通常開館［ 豊洲  9：00～22：00 / 大宮  9：00～21：30 / 芝浦  9：00～22：00］　  
赤字：休館日　　黒字：日曜開館［豊洲・大宮のみ   10：00～19：00 ］　　
※スケジュールは変更になる場合があります。最新の情報は図書館ホームページ等でご確認ください。      　　　

今回のテーマは「春」です！
青春、恋愛について書かれた図書や桜ソングなど、
「春」に関連した資料を集めて展示します。
また、本学のサークルから借りた資料も
展示する予定です。

春の陽気に誘われて
外に遊びに行きたくなる季節ですが、
ぜひ図書館にも来てください。
お待ちしています。


